
医学部 共同実験室とは？
医学部共同実験室は、学内の研究を円滑に行うために昭和２４年に発足した共同機器利用施設
専任職員１３名、設置機器約１００台 年間利用者数のべ８０００人
鹿田地区だけでなく、薬学、工学、理学、農学部等からも利用されています。

また、企業、他大学研究者等への一部機器・設備の学外利用も行っております。

主な設置場所及び機器

融合棟５階 オンライン予約対応 （学外使用不可）

・ 光学顕微鏡関連 〇 （微細構造観察）

・ 細胞関連機器 〇 （細胞解析・分取）

・ タンパク関連機器 △ （質量分析・タンパク解析）

・ 核酸関連機器 〇 （ＤＮＡ解析）

・ 分離用遠心機 〇 （生体成分の精製、濃縮）

・ 光分析関連 〇 （分光吸収・蛍光等での定性・定量）

基礎医学棟

・ フォトセンター × （大判ポスター・写真作製・各種画像入出力及び処理・証明写真）

・ 電子顕微鏡関連 △ （超微細構造観察・分析・試料作製） ※オンライン予約確認のみ

・ 組織標本作製 × （光顕用組織標本作製サービス）

・ 汎用機器・設備 △ （凍結乾燥・低温室・フリーザー等）

http://www.okayama-u.ac.jp/user/crl/

透過型電子顕微鏡

Google,Yahoo
共同実験室で検索

共同実験室の機器利用者へのお願い

①成果を発表される場合、方法の項に使用機器名、

共同実験室（Central Research Laboratory, Okayama University Medical School）の記載をお願いします

（使用された機器・サービス名についても記載お願いいたします）

②論文等への使用機器・共同実験室の記載有無に関わらず業績の連絡(送付)をお願いします

令和４年４月

〒700-8558 岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学医学部 共同実験室
電話 086-235-7472 Fax 086-235-7483 E-mail： ktamaru*md.okayama-u.ac.jp（田丸）
※要望及び苦情等は、随時、メール等にてお待ちしております *を@に変えてメールお願いします

※ＰＣウイルスチェックのお願い （オンライン予約にも使用できます）

機器使用前に、必ず毎回 専用ＰＣにてＵＳＢメモリ等のＰＣウイルスチェックをお願いします
（設置場所 融合棟５階入口・ﾃﾞｰﾀ解析ｽﾍﾟｰｽ、基礎医学棟 フォトセンター前、電子顕微鏡受付前） ※オンライン予約に使用できます

学外よりの利用について

一部機器の学外利用を行っております

詳細は、共同実験室ホームページ 「学外者のご利用について」 参照

その他 鹿田地区内共通機器利用施設

岡山大学病院 バイオバンク 総合診療棟 西 6 階 （内線 6029）

http://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/

問い合わせ
・共同実験室事務室

使用予約、問い合わせ

・フォトセンター

・電子顕微鏡

・組織標本作製

内線７４７２ （ ０８６-２３５-７４７２ ） 融合棟５階

内線７４７４ （ ０８６-２３５-７４７４ ） 基礎医学棟１階

内線７４７０ （ ０８６-２３５-７４７０ ） 基礎医学棟１階

内線７４７７ （ ０８６-２３５-７４７７ ） 基礎医学棟２階

詳細は、共同実験室ホームページをご覧ください。

ご利用には、
支払い経費別
事前申込が必要です



共同実験室（融合棟５階）

配置図
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受付
内線 7472

入口

階段

避難階段

時間外カードリーダー

平日８：３０～１７：００
以外の入室には
専用セキュリティー
カードが必要
（都度貸出）

エレベーター

トイレ

緊急シャワー

・LC-MS （ﾀﾝﾊﾟｸ解析用）
For protein analysis

・蛍光ｲﾒｰｼﾞｱﾅﾗｲｻﾞｰ
Fluorescence Image Analyzer

・ケミルミ撮影装置
Chemiluminescence Imaging Device

・HPLC

・超遠心機 XL-80 L-70K Optima MAX-TL
Centrifugal Device

・高速遠心機 7780ⅡMRX150
High speed centrifugal device

・超純水製造装置
Ultrapure water production equipment

・製氷機
Ice machine

・ｵｰﾙｲﾝﾜﾝ顕微鏡 ・正立顕微鏡
All-in-one microscope Upright microscope

・倒立顕微鏡 ・実体顕微鏡
Inverted microscope Stereo microscope

・細胞タイムラプス顕微鏡 Cell time-lapse microscope

・倒立ﾚｰｻﾞｰ顕微鏡 LSM780 Inverted laser microscope 

・正立ﾚｰｻﾞｰ顕微鏡 LSM510 Upright laser microscope

・ｾﾙｿｰﾀｰ Cell sorter

FACSAria3

・DNAｼｰｹﾝｻｰ
DNA Sequencer

3130XL 3100 310
・ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR
Real Time PCR

・ﾌﾛｰｻｲﾄﾒｰﾀｰ Flow cytometer

MACSQuant

・ﾏﾙﾁﾌﾟﾚｰﾄﾘｰﾀﾞｰMultiplate reader

・分光光度計 Spectrophotometer

・蛍光光度計 Spectrofluorometer

・遺伝子導入装置 Gene transfer device

20220401

使用前・後
受付にて
機器使用札
の受渡を
お願いします
Receive and 
return the 
equipment 
usage card at 
the reception 
before and after 
use of the 
equipment, 

専用
セキュリティー
カード返却ポスト

Security Card 
Return Box

Protein / Mass Analysis

Nucleic Acid Analysis

Cell Function Analysis 2

Spectroscopic Analysis

Reception / office
(Ext. 7472)

Centrifuge

Cell Function Analysis 1

After-hours Security Card 
Reader  

Optical Microscope

Laser Microscope

Floor Guide of the Central Research Laboratory 
(Interdisciplinary Education and Research Building 5F)

Emergency Stairs

Emergency Shower
Room

Elevator

W.C.
Stairs

Entrance

Dept. of Tumor Microenvironment

ＰＣ
ウイルスチェック

PC virus check

オンライン予約
ＰＣ

Online 
reservation PC

ＰＣ
ウイルスチェック

PC virus check

※機器使用には、
事前予約が必要です

※予約・変更は、オンラインで
*Reservations and changes can 
be made online

*Reservation is required in advance
to use the equipment.

共同実験室
基礎医学棟内の配置

鹿田キャンパス内配置岡山大学鹿田キャンパス
（医学部）

Floor Guide of the Central Research Laboratory 
(Medical Science Building 1F-3F)

共同実験室（融合棟５階）配置
Floor Guide of the Central Research Laboratory 

(Interdisciplinary Education and Research Building 5F)

組織標本作製
（内線7477）

低温室（4℃）
遠心分離室

ペプチド合成②

２階
・組織標本作製

３階
・低温室（４℃）遠心機等
・ペプチド合成機

融合棟５階（南側）

医歯薬融合型
教育研究棟（融合棟）

フォトセンター
（内線7474）

電子顕微鏡
（内線7470）

玄関

自動ドア

通路

玄関

通路

ペプチド合成① 凍結乾燥
フリーザー・製氷機
原子吸光光度計

１階 ・電子顕微鏡
・フォトセンター
・真空凍結乾燥、フリーザー等
・ペプチド合成


